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くらら恒例パネルつくり講座。作ったパネルを持って、
利用者協議会全体会議の会場でパネルセッション開催！
発表団体も大募集！「つくって活かそう！団体パネル！！」

■日
■会

時
場

4 月 26 日（土）13:00～17:00
とちぎ市民活動推進センターくらら会議室
※活動のようすの写真など、パネルに盛り込む材料を
プリントして、お持ちください。

■参加費
■問合せ

無料
とちぎ市民活動推進センターくらら

◆日

時

平成 26 年

5 月 24 日（土）
14:00～16:00

◆会

場

市内公民館（未定）

くららを円滑に運営するために、利用者（登録団体）が
積極的に提言し、親睦を図る場として全体会議が開催
されます。登録団体の皆様には後ほどご案内をお送り
しますのでよろしくお願い致します。
※パネルセッション＆団体紹介 大募集！！

0282-20-7131

■登録更新が必要な団体■
No.221～310
No.336～367
No.397～426
該当団体には、登録申請書をお送りしましたので、
記入の上、3 月末日までにくららにお持ち下さい。
※ロッカー・メールボックスの
更新はウラ面参照。

９日と１９日は、
くららに来て、みんなで話そ！
参加無料・予約不要・お気軽に！
第 163 回

2月

報告

栃木市市民活動推進事業“とちぎ夢ファーレ”

栃木市市民活動推進事業“とちぎ夢ファーレ”

9 日（日）13:30～14:30

猿山弘子さん（渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会）

反省会
折り紙

ラムサール湿地・湿地再生実験地での市民の「生きもの調査」
現在、ラムサール条約湿地・渡良瀬遊水地全体が乾燥化しており、
国土交通省が第二調節池で湿地再生実験を行っているそうです。
多様な生きものが豊かに暮ら
せる湿地を再生できるのか。なるべく多くの市民の目で
見守る必要があり、「市民の生きもの調査」を行い、観察
データをまとめ、報告や提言をしていきたいと考えている
そうです。渡良瀬遊水地の歴史と自然をまるごと博物館と
考える「エコミュージアム」構想も、壮大な夢があって
おもしろいと思いました。
第 164 回

･日 時 3 月 29 日（土）14:00～16:00
♬会 場 栃木商工会議所 大ホール
･参加費 300 円（飲み物・歌集代）
･問合せ ☎0282-24-5868（岩川）

日 時 3 月 17 日（月）10:00～15:00
場 所 茶話さろん“なでしこ”
（西方町金崎 340-1）
問合せ ☎0282-92-2233（鮎田）

古口とも子《とちぎ・音がたり》シリーズ Vol.1

アート、工芸、そして、蔵の空間

2 月 20 日（木）11:00～12:00
川田晴美さん（ぽぷら・くらぶ）

貝のおひなさまづくり

川田さんは、栃木市内で子どものアトリエ（造形教室）を開いています。そのチャーミングな人柄が醸し出す

▲期 間 ～3 月 23 日（日）9:00～17:00
▲休館日 毎週月曜日
▲観覧料 一般／大・高校生 500 円 小・中学生 200 円
▲関連イベント 3／15・22 ギャラリートーク
▲問合せ ☎0282-20-8228

あたたかい雰囲気の中で、参加者の皆さんは「黙々」
「ワイワイ」と？貝（ハマグリ）のおひな様を作りました。
あ～でもない、こ～でもない、と和紙の着物の柄や重ね襟の色を選び、川田さんの分かりやすい説明を受けな
がら、ひたすら手を動かすこと一時間。どれもこれも実に素晴らしい、世界にひとつしかないおひな様が
できあがりました！

･出 演 大塚道子・古口とも子・飯原道代
･日 時 3 月 30 日（日）14:00 開演
･会 場 栃木市栃木文化会館 小ホール
･料 金
一般 2,000 円／学生 1,500 円／ペア券 3,000 円
･問合せ ☎080-9580-7442（演奏会事務局）

栃木県マネジメント強化事業
具体的で
よく分かる！

みなさま、お疲れさまでした♪

見て 見て～♪

企画
協力

くららで話そ！ これからの予定

NPO 法人ハイジ（とちぎ市民活動推進センターくらら指定管理者）
栃木県立学悠館高等学校

12／7（土）
、12／21（土）、1／18（土）の 3 日間、栃木県立学悠館高等
学校の協力のもと、コンピュータ室をお借りして開催された講座は、参加者のべ
106 名。とても分かりやすい石川氏の説明のあと、参加者は、実際にパソコンに
向かい、Twitter、Facebook、ブログ、ホームページによる情報発信のコツを教わり、
また、インターネットを使ったファンドレイジング（活動のための資金調達）の方法も学びました。
皆さん、とても熱心に受講していました。これを活かして今後さらに団体のパワーアップができますね！

・・・・どなたでも参加できます！興味のある回からお気軽に「ちょこっと」のぞいてみませんか？・・・・
■3 月 9 日（日）10:00～12:00 星野進さん（元 JICA 研修コーディネーター）
※この日はくららフェスタ開催中！
「フェアトレードからコミュニティトレードへ」

ミニコンサート
■4 月 10 日（木）10:30～12:00 折り紙ハーモニーのみなさんに教わる 「五月節句の折り紙」
■3 月 20 日（木）14:00～15:00

強口圭子さん

エレクトーン

■アンケートより■とても濃い内容でした。是非、戻ったら活用したい■今後の活動の参考とさせていただきま
す■アツイ想いが伝わりました。詳しい資料もとても良かった■説明は判りやすかったが、内容は難しかった■
３回とも、わかりやすい説明でした■今後、プロジェクトを考えて、お金を集める方法を検討したい■次回講座
が開催されれば、また参加したい■３回を通じた講座、我々の活動を本格的に進める上でとても役に立てると思

※くららでは市民活動団体の登録を随時受け付けています。

う。ありがとうございました■高齢者を対象の講座を多く開催してほしい■ファンドレイジングも HP 機能の一
部ですが、HP 作成の機能の詳細な説明、実技がほしい。
（ex、リンク方法、文字フォント毎のアピール力や文

登録 No

団体名

455

栃木をカラフルに

活動内容
障がい者と健常者の間の隔たりを無くす活動。

字サイズ、画面リターン方法 etc）■１回目から３回目まで参加して、とても勉強になった。勉強したことをい
かして頑張りたい。講師の石川さん、ありがとうございました！参加者の皆さん、お疲れさまでした！

第3回

（もちろん寄稿も大歓迎♪）

登録 No452

くららレポートとは、
くららに登録している
方々を、皆さんに広く
紹介することを目的と
しています。
「ウチも紹介して！」の
依頼に突撃レポーター？
が取材にかけつけます。

44

とちおとめ歌会参加者募集！

「歌会に行きたいけど東京まで行くのが大変、または難しい」、
「地元で歌会に行っても、同世代の仲間が
いないのでつまらない」との理由で、歌会への参加をためらっているそこのあなた！「第 3 回とちおとめ
歌会」に参加してみませんか？「とちおとめ歌会」では現在、一緒に楽しく歌会ができる仲間を募集して
おります。興味がある方はぜひお声をおかけください。お待ちしております。男子も歓迎！
１．参加資格
平成 26 年 3 月 29 日現在 60 歳未満（若手の仲間づくりを目的としています。60 歳到達前に
一度ご参加頂ければ、第 4 回以降も参加できますので、ぜひ、59 歳の方は今のうちにご参加ください）
２．日時及び会場
平成 26 年 3 月 29 日、小山市立生涯学習センター（JR 小山駅隣接です。わざわざ東京まで
行かなくても歌会に参加できます。県外の方も楽しめるような、「小山でしかできない楽しい企画」を
考案中です）
３．発起人
黒崎聡美（短歌人）
、河野麻沙希（塔・未来）
（発起人同士が別の結社に所属しています。ですので、
所属にとらわれず軽い気持ちでご参加ください。もちろん、歌会未経験の方もお気軽にご参加ください）
【お問合せ先】 河野麻沙希（こうの まさき） mkworks@mtj.biglobe.ne.jp
mkworks0813@docomo.ne.jp
ロッカー
（1,500 円／年）

メールボックス（無料）

ロッカー・メールボックスの更新について
■ロッカー・メールボックスは、くららに登録している
団体が使用できます。現在使用している団体は、
３月末日までに更新の申し込みをして下さい。
新規申し込みも受付中です。
印刷用紙や事務用品などの保管にご活用ください。
くららの駐車場は１０台程度。
乗りあわせでお願い致します。

くらら情報紙は毎月１日発行です。

下記のところに置いてあります。
栃木市役所玄関ラック・各総合支所・各公民館・
各図書館・各文化会館・蔵の街美術館・各商工会（議所）
各児童館・各老人福祉センター・市民会館・山車会館・蔵の街観光館・
保健福祉センター・勤労者総合福祉センター・地域子育て支援センター・
ファミリーサポートセンター・シルバー大学校・総合体育館・プラッツ
おおひら・ゆうゆうプラザ・県内市民活動センター・近隣のボランティ
アセンター・市内協力店・くららカウンター
※くららホームページから情報紙の印刷もできます。
URL http://www.kurara-tochigi.org
「登録団体からのお知らせ」（講座・イベント情報など）
「くららレポート」（団体の活動紹介）原稿をお待ちしています！

※くららは、指定管理者として特定非営利活動法人ハイジが栃木市の委託を受けて管理運営しています。
それぞれの思いを胸にソチオリンピック閉幕。
「みんな感動をありがとう、と言ってくれるけど、逆に僕が『ありがとう』
と言いたい。皆に支えられての僕がいる…」宮城県出身の羽生選手の言葉が胸を打ちました。パラリンピックは 3 月 7 日
～16 日。こちらも応援ですね！2 週続きの大雪。散々な被害状況。でももうすぐ桜咲く 3 月。自然は粛々と、なんら
意図的でなく、そこにあるのが不思議です三寒四温。花粉もそろそろ。どなたさまも、お大事にお過ごし下さいね

